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9月の見どころ聴きどころ⑫秋の森の見どころと森での健康づくり展：10/19ハロウィンイベント（長野市のＫさんからの投稿）
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各森林管理署等においても、関
係自治体と連携し、状況に応じて
対策本部を設置するなどし、職員
による被災状況の把握のための現
地調査を進めています。
◇長野 県 と の 合 同 で の ヘ リ コ プ
ターによる被害状況調査を実施
長野県の北信・東信地方を中心
とした広範な地域において、山地
崩落や林地崩壊、治山施設及び林
道施設の被害が見込まれることか
ら、十月十六日には北信地方（北
信 森 林 管 理 署 管 内 ）、 十 七 日 と
二十一日には東信地方（東信森林
管理署管内）において、ヘリコプ
ターによる調査を、長野県と合同

◇北信森林管理署庁舎の浸水被害
長野県飯山市では、千曲川支流
の皿川が、千曲川の増水によって
逆流し、堤防を越えて市の中心部
に溢れ出しました。同市にある北
信森林管理署の庁舎も床上 ㌢㍍
まで浸水、官用車九台が水没して
使用不能になるなどの被害が出ま
した。
十五日に市の中心部の水が引い
たことから、中部森林管理局本局
からも応援の職員を派遣しつつ、
署の職員総出で清掃や浸水した備
品の片付けを進めており、一刻も
早い機能回復を目指して対応して
います。
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台風第十九号災害への対応
局 緊急自然災害対策本部を設置

【企画調整課】
台風第十九号により、お亡くな
りになられた方々のご冥福をお祈
り申し上げますとともに、被災さ
れた全ての方々にお見舞い申し上
げます。
◇局緊急自然災害対策本部の設置
十月十二日、台風第十九号の接
近に伴い、長野県においても大雨
特別警報が発令されました。中部
森林管理局管内において土砂災害
の危険が高まっている状況を踏ま
え、中部森林管理局緊急自然災害
対策本部を設置しました。
これ以降、対策本部において、
林野庁本庁や関係森林管理署等、
長野県等の関係機関と連携して情
報収集等を行いながら、必要な災
害対応を行っています。
局内に対策本部を設置

上田市角間山国有林の崩落被害状況
（ヘリによる撮影R元.10.17）

で実施しました。
これまでの調査では県北部にお
いては、国有林及び民有林におい
て新生崩壊は確認されず、土石流
の発生痕跡も確認されていませ
ん。
一方、県東部においては、国有
林及び民有林において、今回の台
風によるとみられる新たな崩壊が
確認され、一部では土石流の発生
も確認されました。
今後は、地上からの現地調査を
進めながら、引き続き被災状況の
把握と災害復旧にしっかりと取り
組んでまいります。

北信署庁舎周辺の浸水被害状況
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ヘリコプターによる被害状況調査

中部森林管理局長交代
り組んでまいる所存です。

域の早期復旧に向けて全力で取

め様々な機関と連携しつつ、地

業化のお手伝いをしてまいりた

て、地域の振興や林業の成長産

そして、これらの取組を通じ

運動のスローガンの下、先人の

着を」をはじめとする国土緑化

戦後、
「荒れた国土に緑の晴れ

先人にもたらされた緑の恩恵

く充実しています。

が国の森林は量的にはかつてな

営々とした植林のおかげで、我

とりわけ、深刻化する人手不

多々あります。

森林・林業を取り巻く課題は

いと考えています。

このような自然の猛威を目の
当たりにした今、森林の国土保
全機能の維持・向上が極めて重
要であることを一層強く認識し

ほか、水源の涵養、生物多様性

また、森林は、国土の保全の

Ｔなどを積極的に活用し、より

当たっては、科学的知見やＩＣ

国有林の管理や木材の供給に

をお願い申し上げ、就任の挨拶

読者の皆様のご指導、ご鞭撻

を尽くしたいと考えております。

いくため、中部の森林にて微力

をはぐくみ、次世代に継承して

の保全、レクリエーションの場

少ない人数で必要な水準を満た

とさせていただきます。

足への対応が急務です。

の提供など、私たちの安全で豊

すための様々な取組を実証し、

たところです。

かな生活のために欠くことので

林業関係者の皆様に普及してま

昭和 年４月

出身地 大阪府

◆吉村局長の略歴

きない公益的機能を有していま

中部森林管理局の取組にどう

いりたいと考えています。

さらに、森林から産み出され

す。

十九号災害により犠牲になられ

また、管内の国有林には、森

ぞご注目ください。

快適で健康的な住環境等の形成

林浴、キャンプ、登山、スキー

る木材は、その利用を通じて、

すとともに、被災された皆様に

や地球温暖化の防止にも貢献す

る山々がそろっています。どう

など様々な目的に応じて楽しめ
中部森林管理局では、国民共

るものです。

中部森林管理局では、台風通

楽しみください。

ぞ、安全には十分気をつけてお
とっても大切な資源である国有

通の財産であり、地域の皆様に

ながら、ヘリコプターによる調

収奪的に森林が利用され、その

我が国では、有史以来、半ば
に発揮させるための管理経営と、

結果、明治期には各地で地表が

林について、公益的機能を高度

めているところです。

木材の安定供給に努めてまいり

露出した山々がみられていました。

査をはじめ被害状況の把握に努

過後速やかに長野県とも連携し

申し上げます。

対しまして、心からお見舞いを

た方々のご冥福をお祈り致しま

まずはじめに、この度の台風

長を拝命した吉村です。

十月一日付で中部森林管理局

局長

また、被災地の国の機関とし

ます。

林野庁 治山課採用

平成 年７月

林野庁整備課造林間伐対策
室長

平成 年８月

林野庁 業務課長

平成 年７月

林野庁 経営企画課長
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洋

吉村

ひろし
よしむら

て、長野県、関係自治体をはじ
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前局長 宮澤 俊輔

お別れのごあいさつ


台風十九号によりお亡くなりに

なった方々のご冥福をお祈りします

て、ざっくばらんに、困っているこ
とや考えていることなどについて懇
談を重ねました。いずれのキャラバ

庁舎屋上より、飯縄山等の山並みを
バックに撮影 R元.9.27

とともに、被災された方々にお見舞
い申し上げます。
このたび十月一日付けで、独立行
政法人農林漁業信用基金の総括理事
へ異動となりました。平成三十年一
月から令和元年九月までの約一年
九ヶ月の間、局長として大変充実し

木曽悠久の森スマートフォン

写真コンテスト表彰式を実施

取り組むとともに、適切な利用を
通じて木曽地域の振興に貢献して
いくこととしています。ぜひ訪ね
てみてください。
◆最優秀賞（一般の部）

◆最優秀賞（小中学生の部）

他の入賞作品は、Ｑ
Ｒコードを読み込んで
ください。
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た日々を過ごすことができました。

ンも大変有意義で、局の取組などに 【計画課】
積極的に反映できるよう努めました。
十月六日、木曽郡上松町赤沢自
局長としての職務を振り返ると、
然休養林で、
「第五十八回赤沢森
森林を見るよりも人の面倒を見る方
林浴大会（秋の部）の開会式」と
がはるかに多く、せっかくの管内の
ともに、木曽悠久の森スマート
自然には、残念ながらあまり触れる
フォン写真コンテスト表彰式を実
機会がありませんでした。今更です
施しました。
が、もっと積極的に現地に行ってお
コンテストでは、県内外から
けばと後悔しきりです。これからは
五十三作品の応募があり、最優秀
１サポーターとして、改めて管内の
賞として、
「一般の部」では、愛
森林や名所をじっくり訪れたいと思
知県の石川孝一さんが赤沢自然休
いますので、近くで見かけた折には
養林内で撮影した「悠久の森で兄
気軽に声をかけていただければ幸い
弟仲良く「優休」」が、「小中学
です。
生の部」では、岐阜県の早川楽人
本当にお世話になりました。中部
局に幸多かれ！中部局バンザイ！
さんが、付知峡内で撮影した「樽
のしぶき」が選ばれました。
表彰式では、木曽森林ふれあい
推進センター所長より中部森林管
理局長賞の表彰状が授与されると
ともに、地元観光協会等からの副
賞が贈呈されました。受賞作品
は、赤沢森林交流センターで閉園
式まで展示しています。
林野庁中部森林管理局では、
「木曽悠久の森」の保存や復元に

「悠久の森で兄弟仲良く「優休」」

「樽のしぶき」

これも職員の皆さん一人一人のご尽

力の賜であり、また、組合、事業者、

関係者等の皆さんのご協力のおかげ

です。心から深く感謝を申し上げま

す。
在任中、特に思い出に残ったこと

は、局では各課の懸案の棚卸し、署

等では局長キャラバンです。
棚卸しについては、さばいた件数
が多すぎて（笑）
、とても書き尽くせ
ませんが、局担当者の心の重荷を多
少なりとも軽くできたものと自負し
ております。
キャラバンについては、昨年度は
若手職員を、今年度は幹部職員（異
動のため十三署等で中断。二署等は

懇談に代えて書面提出）を対象とし

飯縄山
↓
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大学生・院生の
インターンシップ

整備・補修作業を行い、午後は国
有林野事業の業務概要、林業の変
遷、獣害対策について学習しまし
た。
職場体験を終えた生徒からは、
「慣れない作業で疲れたが、安全
に登山ができるために、日々この
ような作業をしていただいている
とは知らなかった」
、
「今度、機会
があれば家族を連れて自分が修繕
したところを見せたい」との感想
が寄せられました。
このような機会を利用して、少
しでも多くの皆さんに、国有林に
ついての理解を深めていただきた
いと思います。
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境界標を確認している様子

【北信森林管理署】
九月九日から十三日までの五日
間、名古屋大学大学院生と京都府
立大学生の二名が、国有林のフィ
ールドで就業体験をしました。
初日は、署の概要や森林計画制
度等について担当者から説明を受
け、その後、国有林野内のキャン
プ場やスキー場等の貸付地におい
て、図面と照合しつつ、その利用
状況等を確認しました。
二日目は、森林官の指導による
境界巡検や造林事業を体験し、雑
草の中から境界標を発見したり、
急峻な地ごしらえ地での監督業務
を経験し、三日目は、保安林制度

と治山事業について、山腹工と渓
中学生の職場体験
間工の現場を踏まえ、制度と事業
～ぎふ清流中学校～

との関係を学習しました。
四日目は、収穫調査の実際や、 【岐阜森林管理署】
高性能林業機械による生産現場で
十月二日、岐阜市立清流中学校
の監督業務、最終土場での検知業
二年生の職場体験を受け入れまし
「生産事業のフロー」 た。
 務を体験し、
を実際に自
同中学校は長年、市内及び周辺
分の目で確
の企業等で職場を体験することに
認し、最終
より、生徒へ将来の進路に向けて
日には、民
のヒントとなるべく様々な取り組
国連携や有
みを行っています。
害鳥獣対策
当署においては、岐阜森林事務
につき、共
所が職場体験事業所に登録してお
同施業団地
り、今年も二名の生徒が訪れまし
の見学や、ニホンジカ等の生息状
た。
況調査のためのセンサーカメラの
設置を体験し、民有林を含めた森
林・林業の課題等を学習しまし
た。
参加者からは、
「実際の現場を
体験し、
「国有林」を理解できた」
「今までの机上の学習が、業務体
験を通じてよくわかった」等の感
想が寄せられました。
今回の就業体験が、国有林の後
継者育成に繋がることを期待しま
当日は、午前中、ボランティア
す。
の方々と協力して金華山登山道の

体験作業終了後の様子
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〈各地からのたより〉
令和元年 10 月

最終土場で検知業務の様子

登山道整備のくい打ち作業の様子

飛騨市鳥獣被害対策
研修会の開催


で山に入るように」と、改めて注
意を呼びかけました。
また、草やヤブの刈り払い、電
気柵の設置など、環境改善の必要
性と人身事故のリスクについて、
事例を交えて述べられました。
参加者からは、深刻な被害の実
態や有害駆除の現状が述べられ、
森元氏から、地道な対策の重要性
についてアドバイスをいただきま
した。
今後も引き続き、クマによる人
身事故防止を推進していきます。

研修会の様子

北アルプス高山植物等
保護パトロール終了

ましたが、山小屋関係者をはじ
め、関係機関の皆様のご協力をい
ただき、大きな怪我も無く、無事
に終了することができました。
解団式では、パトロール員から
今後のより効果的なパトロールに
向け、山小屋との連携強化や、現
地で得られた情報の集積共有の必
要性など、貴重な意見やアイデア
を数多くいただきましたので、積
極的に取り入れ、さらに発展させ
ていきたいと考えています。

【飛騨森林管理署】
飛騨市では、本年、クマの目撃
情報と捕獲数が前年に比べて大き
く増加しました。
このため、クマによる人身被害
の発生を未然に防ぐことを目的
に、九月二十八日、地元市民をは
じめ、猟友
会員など約
五十名が参
加し、飛騨
市鳥獣被害
対策研修会
を開催しま
した。
研修会では、
「クマの生態と被
害対策」について、ＮＰＯ法人
理事長の森元
wildlife Service Japan
萌弥氏の講演を行い、
「クマの生
態として、木の実の不作の年にク
マ活動範囲が広がり人間との遭遇
回数が多くなるが、単年度で収束
する」
「クマにとって人は、とて
も怖い存在で接近を避けようとす
るので、鈴、ラジオを持ち、複数

クマの有害駆除



【富山森林管理署】
七月二十四日から始まった高山
植物等保護パトロールが、八月
二十三日の解団式をもって終了し
ました。
このパトロールは、地元自治体
や関係団体、山小屋等の関係者で
組織した国有林野保護管理協議会
を通じて、希少動植物の保護や環
境美化、登山者への啓発等の活動
を行っていただくパトロール員を
一般から募集して行っているもの
です。
今年度は
梅雨明けと
同時にパト
ロールが始
まり、期間
中は天候に
恵まれる日
が多く、立山、黒部の大自然の中
で全員が充実した活動を行ってい
ただくことができました。
パトロール最終日は、大雨の影
響で薬師班四名の下山が遅くなり
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注意看板の補修作業の様子

パトロール員の皆さん

